第 29 回日本ハンドセラピィ学会学術集会 プログラム
メイン会場
教育講演Ⅰ

9:30～10:30
座長：茶木 正樹（中日病院名古屋手外科センター）

「手の外科における Performance test」
奈良県立医科大学 手の外科学講座教授 面川 庄平 先生
教育講演Ⅱ

10:40～11:40
座長：斎藤 和夫（渕野辺総合病院）

「手外科におけるパフォーマンス －手外科医とハンドセラピストの連携－」
名古屋掖済会病院 副院長 整形外科・リウマチ科主任部長 渡邉 健太郎 先生
一般演題
（口述）
Ⅰ 橈骨遠位端骨折

13:20～14:20
座長：桂 理（服部整形外科皮フ科）

O-1-1 橈骨遠位端骨折に合併した三角線維軟骨複合体周辺部損傷の一期的修復に対する
リハビリテーションの小経験
山口県済生会下関総合病院 リハビリテーション科 椙田 芳徳
O-1-2 橈骨遠位端骨折に対して掌側ロッキングプレート固定術を行った患者のリハビリ
終了時と最終経過観察時における評価結果の比較
市立四日市病院 リハビリテーション科 上野平 圭祐
O-1-3 橈骨遠位端骨折における抜釘術後の回復過程の検討（第 2 報）
鶴田整形外科 リハビリテーション部 井川 有里
O-1-4 当院における橈骨遠位端骨折後掌側ロッキングプレート固定術例の治療経過の研究
－関節内骨折症例の ROM 成績における年齢の影響について－
東京慈恵会医科大学附属病院 リハビリテーション科 田口 健介
O-1-5 橈骨遠位端骨折術後における手関節自動関節可動域の推移調査
JCHO 東京高輪病院 リハビリテーション室 成田 大地
O-1-6 橈骨遠位端骨折術後早期からの経時的推移－Hand20 に着目した後方視的調査－
総合大雄会病院 リハビリテーション科作業療法部門 東 久也

シンポジウム

14:30～16:00

「ハンドセラピィにおけるパフォーマンスの獲得
～評価・分析における一考察～」
座長：岡野 昭夫（中部大学）
飯塚 照史（星城大学）
S1 手のパフォーマンス評価の現状と課題
新潟医療福祉大学 藤目 智博
S2 橈骨遠位端骨折術後の上肢パフォーマンスの向上に影響する因子の検討
名古屋掖済会病院 リハビリテーション科 稲垣 慶之
S3 腱損傷例におけるパフォーマンス評価について
愛野記念病院 手外科センター 野中 信宏
S4 正中・尺骨神経合併損傷症例における，手のパフォーマンスについて
札幌徳洲会病院 整形外科外傷センター 井部 光滋
S5 関節リウマチ患者の手のパフォーマンスに影響する因子に関する探索的研究
岐阜県総合医療センター 内屋 純
S6 先天性疾患における手のパフォーマンス評価
四谷メディカルキューブ 手の外科・マイクロサージャリ―センター 竹厚 和美
一般演題（口述）Ⅱ 実践報告

16:10～17:10
座長：谷口 しのぶ（安城更生病院）

O-2-1 7 指切断再接着術後のハンドセラピィ－いかに使える手にするか－
福島県立医科大学附属病院 リハビリテーションセンター 鴫原 和昭
O-2-2 小指不全切断に対して腹部有茎皮弁術を行った症例への作業療法の経験
福山市民病院 医療技術部 リハビリテーション科 藤井 裕康
O-2-3 既術性母指多指症症例における屈筋腱剥離術の経験
三仁会 あさひ病院，春日井整形外科 武藤 光弘
O-2-4 Pilot splint を用いた母指固定肢位の検討
名古屋第一赤十字病院 リハビリテーション科 小川 倫永子
O-2-5 示指・中指切断例に対する義指の試み
飯田市立病院 リハビリテーション科 古田 裕之
O-2-6 交通事故後に運動障害を呈した外傷性胸郭出口症候群の一例
東京手の外科・スポーツ医学研究所 阿部 幸一郎

一般演題（口述）Ⅲ 手根管症候群・Dupuytren 拘縮

17:20～18:20

座長：井戸 芳和（信州大学医学部附属病院）
O-3-1 手根管症候群の保存療法における生活指導，神経滑走法の効果検証
筑波大学附属病院 リハビリテーション部 久保 匡史
O-3-2 手根管症候群では握力低下やピンチ力低下は生じるのか
弘前記念病院 リハビリテーション科 鳴海 直希
O-3-3 手根管開放術後の機能回復－重症群はどの程度回復するか－
名古屋第一赤十字病院 リハビリテーション科 安井 茜
O-3-4 Dupuytren 拘縮に対するコラゲナーゼ注射の治療経験
西能クリニック リハビリテーション科 作田 甚太郎
O-3-5 Dupuytren 拘縮に対するコラゲナーゼ注射療法の治療成績とハンドセラピィの検討
函館五稜郭病院 リハビリテーション科 佐藤 大樹
O-3-6 母指対立再建術後のハンドセラピィ－より早期のつまみ動作の獲得に向けて－
土谷総合病院 リハビリテーション室 吉廻 邦彦

口述会場
モーニングレクチャー

8:15～9:00
座長：大山 峰生（新潟医療福祉大学）

「信頼，高め合う医療 手外科医とハンドセラピスト」
中日新聞社健康保険組合 中日病院 副院長
整形外科・名古屋手外科センター統括部長
一般演題（口述）Ⅳ 手指骨折・装具

中尾 悦宏 先生
13:20～14:20

座長：堀江 翔（金沢大学附属病院）
O-4-1 中手骨骨折に対する内固定別の可動域の検討
貞松病院 リハビリテーション科 下釜 ゆかり
O-4-2 基節骨骨折例に対する屈筋腱剝離術後の治療成績の検討
財団法人新潟手の外科研究所 中村 雄一
O-4-3 母指 CM 関節症に対するスプリントの適応について－中手骨基部の関節面形態に
おける即時効果の比較－
にしかわ整形外科・手の外科クリニック 及川 友和
O-4-4 母指 CM 関節症に対する装具療法のみでの早期治療成績
櫛田学整形外科クリニック 栗木 康介
O-4-5 当院におけるばね指症例に対する splint 療法の効果と傾向－疼痛および弾発現象に
対して－
徳島県鳴門病院 リハビリテーション部 里浦 雅也
O-4-6 屈筋腱修復後翌日から使用した夜間 IP 関節完全伸展位固定 splint の有効性
富永草野病院 リハビリテーション科 小泉 裕昭
一般演題
（口述）
Ⅴ 評価

16:10～17:10
座長：佐藤 彰博（弘前医療福祉大学）

O-5-1 日本語版寒冷不耐性重症度（Cold Intolerance Symptom Severity）質問票の作製
－健常者と手外科患者の検討－
札幌徳洲会病院 整形外科外傷センター 越後 歩
O-5-2 切断指再接着術後の ADL における再接着指使用状況について－指外し率に関する
調査－
札幌徳洲会病院 整形外科外傷センター 長南 行浩

O-5-3 手外科疾患における ADL 評価表の開発－急性期における食事評価試案の妥当性の
検証について－
北摂総合病院 蓬莱谷 耕士
O-5-4 浮腫測定法のリングゲージ法と掌囲法の信頼性と妥当性－浮腫のある手に対して－
相澤病院 運動疾患リハセンター 櫻井 利康
O-5-5 健常者におけるパーデュー・ペグボードのデーター集積と男女での比較
神戸百年記念病院 速水 誠
O-5-6 修正簡易上肢機能検査の信頼性・妥当性の検討－臨床応用に向けた基礎的検討の
試み－
金沢医科大学病院医療技術部心身機能回復技術部門 入江 啓輔
一般演題（口述）Ⅵ 調査・研究

17:20～18:20
座長：西村 誠次（金沢大学）

O-6-1 掌側骨間筋機能に関する運動学的検討
新潟医療福祉大学大学院 松澤 翔太
O-6-2 高精度デジタルピンチメーターを用いた手内在筋群の筋力評価と今後の可能性
日本医科大学千葉北総病院 リハビリテーション科 上原 秀幸
O-6-3 健常者における PIP 関節の固定が握力に及ぼす影響
貞松病院 リハビリテーション科 杉野 美里
O-6-4 手根管症候群におけるローゼンスコア下位項目と各種検査との関連性
北アルプス医療センターあづみ病院 リハビリテーション科 村井 貴
O-6-5 母指 CM 関節症術後の中指橈側尺側外転運動が母指対立動作に及ぼす効果の検討
日本医科大学千葉北総病院 リハビリテーション科 我妻 朋美
O-6-6 橈骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート固定術後のリハビリテーションに
おける Hand20 の Minimal Clinically Important Difference
星城大学 リハビリテーション学部 飯塚 照史

ポスター会場
一般演題（ポスター）Ⅰ 研究（評価・治療）

16:10～17:10
座長：高橋 里奈（獨協医科大学越谷病院）

P-1-1 手指腱に対する筋加圧テストの有効性の検討
永井病院 リハビリテーション科 大島 由有
P-1-2 手関節の肢位がピンチ力に与える影響－指尖つまみ，指腹つまみでの比較検討－
佐野記念病院 リハビリテーション科 池田 久美子
P-1-3 PIP 関節脱臼・PIP 関節脱臼骨折例の治療成績に関与する要因と成績不良例について
の調査
愛野記念病院 手外科センター 坂本 竜弥
P-1-4 骨性マレット指の術後成績についての検討
かわしまクリニック リハビリテーション科 岸本 進太郎
P-1-5 デュピュイトラン拘縮に対するザイヤフレックス®投与例と腱膜切除術例の比較検討
荻窪病院 リハビリテーション室 籠島 芳美
P-1-6 上腕骨外側上顆炎に対する相反神経抑制によるストレッチの効果
丸の内病院 リハビリテーション部 田口 真哉
P-1-7 橈骨遠位端関節内骨折に対する手関節鏡併用手術後の短期成績
浜脇整形外科リハビリセンター リハビリ科 藤村 裕介
一般演題（ポスター）Ⅱ 義肢装具

16:10～17:00
座長：原田 康江（聖隷浜松病院）

P-2-1 当院で考案した肘関節拘縮に対する static progressive orthoses の有用性
岐阜大学医学部附属病院 桝田 臣弘
P-2-2 橈骨神経麻痺に対する Splint 療法－使いやすさを高めるアウトリガーの工夫－
公立神崎総合病院 リハビリテーション技術科 藤澤 秀生
P-2-3

橈骨遠位端骨折後に合併する尺骨頭脱臼に対しての Cuff 型装具の効果－2 症例
報告－
慶友整形外科病院 リハビリテーション科 阿部 拓馬

P-2-4 全指切断者に対する作業用仮義手の作製経験
東芝病院 リハビリテーション科 加川 達也
P-2-5 小指屈筋腱断裂術後例に減張位スプリントを用いた早期運動療法の一経験
川崎病院 手外科センター 武田 実

P-2-6 手部の全周性デグロービング損傷後に生じた瘢痕拘縮に対してスプリント療法を
行った一例
国立病院機構弘前病院 佐藤 良子
一般演題（ポスター）Ⅲ 症例報告（人工関節・神経 等）

17:20～18:20

座長：古田 裕之（飯田市立病院）
P-3-1 掌側アプローチによる人工関節置換術を行ったブシャール結節のハンドセラピィ
報告
四谷メディカルキューブ 手の外科・マイクロサージャリーセンター 伊川 真実
P-3-2 MP 人工指関節置換術を施行されたリウマチ患者 1 例の手指機能および QOL の変化
京都大学医学部附属病院 リハビリテーション部 山脇 理恵
P-3-3 環指の外傷後に多発性絞扼性神経障害と強い慢性疼痛を呈した一例
とちぎメディカルセンターしもつが リハビリテーション科 高岩 亜紀子
P-3-4 上腕骨顆上骨折後に橈骨神経麻痺を呈し筋回復段階に合わせて後療法を行った
1 症例
那覇市立病院 リハビリテーション室 澤田 歩
P-3-5 手根管症候群に合併した弾発指症例の検討
太田総合病院 リハビリテーション室 青山 日向子
P-3-6 日常で患手が活用可能になった重症複合組織損傷例に対してのセラピィ経験
埼玉医科大学総合医療センター リハビリテーション部 松原 秀徳
P-3-7 重症広範囲熱傷に対する当院作業療法士の関わり
JCHO 中京病院 リハビリテーションセンター 工藤 啓介
一般演題（ポスター）Ⅳ 症例報告（小児・腱 等）

17:10～18:10

座長：石井 誠二（総合病院回生病院）
P-4-1

NICU から関わった多数指屈指症のハンドセラピィ経験
日本医科大学武蔵小杉病院 整形外科 大野 博子

P-4-2 受傷後 8 年の小児屈筋腱断裂腱移植術に対する屈曲運動の回復経過
刈谷豊田総合病院 リハビリテーション科 後藤 進一郎
P-4-3 母指 CM 関節症に対する二重折長掌筋腱と Mini Tightrope を併用した靭帯再建関節
形成術実施後の 1 例
福岡山王病院 リハビリテーション科 塚本 和代

P-4-4 全指伸筋腱断裂後腱移行術施行例に対して低速自動運動に着目した早期自動運動法
の経験
田中整形外科病院 リハビリテーション科 井津 直哉
P-4-5 屈筋腱修復後における早期自動屈曲運動の取り組み
林病院 リハビリテーション部 深江 亜希子
P-4-6 骨移植併用骨長延長術を施行された中手骨短縮症患者に対する術後運動療法の経験
京都大学医学部附属病院 リハビリテーション部 前田 暁美
P-4-7 投球障害肘選手に対する術後早期の関わり－日常生活と競技復帰へのアプローチ－
丸太町病院 リハビリテーション部 小林 靖典

